
 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこ星 

星組クラス通信 

担任：末吉奏絵      

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・紙を丸めたり折ったりし、野菜だけでなく 

手作りでスタンプを作ってみます。 

・野菜から色出しをし、布などを染めてみます。 

  →成功するかわからないので、不要な小さめの白い 

ハンカチがもしあれば持って来て頂きたいです。 

 

 

今年もプール遊びが出来ず、一回の水遊びだった

ので、子どもたちはすごく楽しみにしていました。水

鉄砲や、スーパーボールすくい、樋を使って自分たち

で水を流してみたり、様々なコーナーを楽しみまし

た。「水怖いな。」と、言って 

いた子も、怖さを忘れる程 

ずぶ濡れになって遊び、 

「毎日したいなあ！」という 

声が聞こえる程でした。 

年中に初めての土粘度。「それ前やった事ある～」

と、年少の時の遊びを思い出しながら感触を楽しみま

した。一度経験しただけで陶芸家のような手つきでこ

ねたり、「これめっちゃ高く重ねられるねんで。」と、

土粘土の特徴をよく理解して遊んでいました。子ども

の物事を吸収する力はすごいですね！ 

年中組で育てていたピーマンを皆で収穫しました。その

後、皆でどうしたいか、話し合いましたが、まずはじっく

り観察してもらおうと思い、中身の種や筋を触ったり匂っ

たりしました。「こんないっぱい種入ってるんやぁ。」「な

んか面白いなぁ。」と、楽しんでいたので、野菜は食べる

だけじゃなくて、おもちゃにもなるんだよ。と、伝えまし

た。すると、「スタンプ出来るんやろ！」と、物知りな子が

教えてくれ、皆も「野菜でスタンプ！？やりたい！」「家

にあるか聞いてみる！」と、数人の子がさっそく翌日から

持って来てくれ、急遽スタンプ遊びをしました。「玉ねぎ

何回も押したら模様変わった！」「人参はあんまり模様無

い。」「３回目から模様出て 

きた！」「オクラお星様 

みたい！」と、野菜の原形 

が無くなるまで夢中で 

遊んでいました。(笑) 

皆で作ったピーマンはスタンプで遊ぶ以外にも、

やっぱり食べたいという子が沢山いました。「僕ピー

マン苦手。」と言う声もあったので、どうすれば皆が

美味しく食べられるか考えると、「BBQしようよ！」

「ウインナーと一緒やったら食べられる！」等の意

見がありました。そこで、ウインナーと玉ねぎとピ

ーマンを炒め、ソースに付け、BBQ の様にすると、

「めっちゃいい匂い！早く食べたい！」と、ワクワ

クしていました。「めっちゃ 

美味しい！ピーマン食べれた！」 

と、苦手な子もおかわりしたく 

なるようなピーマンでしたよ       

お願いします 

１学期に引き続き、野菜スタンプで遊ぼうと思ってい

ます。お家で料理をした際に野菜のヘタをとっておいて

頂けますでしょうか。一つでも構いませんのでまた、子

どもに持たせて頂きたいです。又、学年で牛乳パックを

集めております。ご協力お願い致します。 

 

心待ちの水遊び♪ 

野菜でスタンプ！？ 

野菜 BBQ 

土粘土で遊んだよ 

 この度は新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心

配とご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。保護者の皆様はお変

わりありませんでしょうか。２学期もまだ少し暑さは残りますが、体調

にも気を付けながら、また様々な事に触れて遊びたいと思います。１学

期は野菜やカブトムシ等、沢山の自然に触れながら遊んできました。今

学期も引き続き自然に触れつつ、実験したり、色々な学びがある遊びを

展開したいと思っています。２学期もどうぞよろしくお願い致します。 
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この度は、新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心配と

ご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。2 週間遅れとはなりましたが、

始業式の日を迎えることができ、嬉しく思います｡ 

帰省や旅行をするのは中々難しい状況での夏休みでしたが、楽しい日々と

なりましたか？子ども達に色んなお話を聞くことが今から楽しみです(^^♪ 

新しいお部屋で迎える２学期。これからどんなことが待っているのか､子ど

も達と一緒に楽しんでいきたいと思います！それと共に、 今一度感染対策を

徹底し、安心できる日々を過ごしていけるよう努めていきたいと思います。

２学期もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪組クラス通信 

担任：村中千秋      

今月の主な遊び・活動 

・新しいお部屋でのルールをみんなで考えます。 

・お友達と一緒に道具を使って表現遊びを楽しみます。 

 

 

 

ついに完成！お引越し！ 

 ついに子ども達が待ち望んでいた雪組の

新しいお部屋が完成しました！進級して

からずーーっと完成の日を楽しみにして

いた子ども達でしたが、まだ何もないお部

屋に初めて入った日には大興奮で、あちこ

ちを探検していましたよ♪次の日には今

まで過ごしてきたホールにお別れをし、新

しいお部屋で一日を過ごしました。これか

らこのお部屋でどんな楽しいことが待っ

ているのかな？今からとっても楽しみで

すね！ 

絵の具とドライヤーで…？ 

 絵の具にたくさん触れて遊んできた子ども達です

が、今回は絵の具とドライヤーを組み合わせて遊ん

でみました！好きな色の絵の具を垂らして、上から

ドライヤーで風を送ると…？四方八方、色んな方向

に絵の具が動いて不思議な模様が出来ました！子ど

も達は「うわぁ！すごい！」 

と驚いた様子。色んな方向か 

ら風を送り、楽しんでいまし 

よ♪世界に１つだけの不思議 

な作品の出来上がりです♪ 

  

ピーマンを収穫、みんなで食べました♪ 

 年中組で育てていたピーマンが大きく育ち、収

穫の日を迎えました！たくさん収穫して、さあ

どうする？とみんなで話し合い決定したのが

「お給食の中に入れて食べたい！」でした。 

（白ご飯の中に入れたい、お味噌汁の中に入れ

たい、と○○○の中に入れたいという意見が多

かったので、みんなで話し合い、こうなりまし

た。）そこで、次の日、お給食の時間にスープや

ご飯に混ぜて食べられるように用意しました。

中には「ピーマン嫌い…。」と言っていた子もい

ましたが、ほとんどの子が完食！やっぱり自分

たちで育てた物は特別なんですね♪ 

楽しかった水遊び！ 

 ７月には、みんなが楽しみにしていた

水遊びもありました(^^♪大きなプール

で國田先生と遊んだり、水鉄砲で的当て

をしたり、他にも色んなコーナを用意し

て、全身びしょ濡れになりながら楽しみ

ました！子ども達と夢中になって遊んで

いるうちにいつの間にか私もびしょ濡れ

に…（笑）夏の楽しい思い出が出来まし

た♪ 

  

snow memory 

９月号 

・素敵な暑中見舞いのハガキ、楽しく読ま

せていただきました。ありがとうござ

いました♡ 

・学年で牛乳パックを集めております！

ご協力お願い致します。 

 

 

大好きな 

國田先生と♪ 



 

 

  

 今日から 2 学期が始まりました。皆様お変わりありませんか。この度は、

新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心配とご迷惑をおか

けし申し訳ありませんでした。休み明け、夏休みの出来事や「金メダル取って

たな！」「何やった…あ！スイミングや！」とオリンピックの話題で盛り上が

る子ども達。見たこと、感じたことを自分達の言葉で話す姿にクスッと笑って

しまうこともありますが、愛しいな～と感じる日々です。今月から、グループ

活動を取り入れ、お友達と一緒にする楽しさだけでなく難しさを感じるよう

な場を設けていきたいと思います。そこでお互いに考えたり、相談し、じっく

りと向き合う時間を大切に過ごしていきたいと思っています。 

 今月も、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・お友達とルールのある遊びに挑戦する中で、勝ち負けを意

識し、力を合わせる楽しさや難しさを感じながら、体を動

かして遊びます。 

・お友達と一緒に、リズムや音楽に合わせてイメージしたも

のを、体や色んなモノを使って表現する事を楽しみます。 

 

 

何回も使えるラップ？！ 

これまで蜜蝋を使って沢山遊んできた花組さん。今回は、

蜜蝋を使ってラップを作りました。 

まずは、布に絵を描いてみることに♪紙とは違う描き心

地に気付いて、「こっちの手で押さえとかないとな～

(^^)」という声が聞こえてきました。そして出来上がった

布の上に蜜蝋をのせてクッキングシートを被せた上から

アイロンを使ってじんわり温めます。少し時間を置いて

皆でドキドキワクワクしながらシートをめくってみる

と・・・「あれ！なんか硬い！」「つるつるしてる！」「蜜

蝋の匂いや～♪」と不思議がいっぱい。そして、お給食

の時間。配膳されたご飯の上に自分で作った蜜蝋ラップ

をかけて「いただきます」まで嬉しそうに待つ子ども達。

皆揃ってご挨拶をすると一斉にラップをめくってご飯か

ら食べ始め・・・「めっちゃ温かくて美味しい～。」と大

満足の子ども達でした。 

育てたピーマンでピザ作り 

収穫したピーマンを使ってピザを作り

ました。食材を洗ったり、切ったり、ピ

ーマンの種を取ったりと皆で役割分担

♪「わぁ！種触ったから手、ピーマンの

匂いする！」とニヤッと笑う子ども達。

ピーマンを自分の食べやすいサイズに

ちぎり、お給食室でこねてもらった生

地を自分の好きな形に伸ばしていきま

す。いよいよトッピング！具材を使っ

て顔に見立てて盛り付ける子もいれ

ば、山盛りにする子など様々で見せ合

いっこをして「えぇ～長いな～！」「お

山や！」と皆で大笑い♪そして「いただ

きま～す！」と大きくかぶりつき「美味

しい～！」と口の周りにケチャップを

つけ、とびっきりの笑顔を見せ、大喜

び。「ピーマン苦手。」と言っていた子達

もペロッと完食し「もっと食べたかっ

た～！」「ピーマン美味しかった！」と

食べられたことが嬉しくて、誇らしく

って、何度も口にしていました(^^) 

 

 

泥バチの巣って・・・？ 

蜂には色んな種類があることを見たり、聞いたりし

て知った子ども達。そこで、泥バチの巣に注目して

会話をし、土粘土で作ってみることに♪ちょうど、

粘土板に蜂のイラストが描かれていて「この蜂さん

のお家を作ってあげよう♪」と張り切ります。「気持

ちいぃ～。」と、指で丸めたり、穴をあけたり。「も

っと！」と次から次へと粘土を手に取り、土粘土の

感触を楽しみながら遊んでいました。 

お願いします 

・全ての持ち物に名前が記入されているか、改め

て確認をお願いします。 

・素材集めにご協力お願いします。 

（空き箱、カップ、芯、ストロー、牛乳パック等） 

 

Flowers time 

９月号 

花組クラス通信 

担任：原口久代 



 

 

  

 この度は新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心配とご

迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。 

まだまだ夏の名残を感じますが、雨の影響もあってなのか、朝晩は涼しく

なってきましたね。子ども達からは沢山の夏休みの思い出を聞き、楽しく過

ごせたんだなと感じております。さて、2 学期が始まりました。早々に遠足

があったり、運動会や音楽会など様々な行事がある日々となりますが、何を

するにも子ども達の“不思議だな、面白いな”の気持ちを大切に拾い集めな

がら過ごしたいと思います。2 学期もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の主な遊び・活動 

・ベルを使って遊んでみます。 

・素材を使って形（構成）遊びをします。 

・体育遊びでは勝ち負け遊びを楽しみます。 

 

 

 

*地蔵祭を行いました* 

昨年同様、夏期保育期間中に地蔵祭を行いました。 

「地蔵祭って何か知ってる？」と聞いてみると、年少

組の記憶を辿って「お地蔵様にお願いするやつ！」と

答えてくれたり、「スーパーボールとかすくって遊ぶ

やつ！」とたくさん話をしてくれました。それぞれ楽

しみな気持ちがあったようで、数珠送りやお地蔵様へ

のお参りも興味津々で話をしっかり聞いていた姿に

は 1 学期よりも逞しさを感じます。しっかり目を瞑

ってお地蔵様にお参りする姿は微笑ましかったです

よ♪ 

                 *きなこ作り* 

 「そら豆くん」や「種」に興味を広げてきた子ども達。ある日給食室の前を通りかかると、何かの種が

置いてありました。「なんかさ、薄い茶色っぽい種があって、あれはなに？」とみんなで会話をすること

に。正体は大豆という豆であることを知り、「大豆って何？」とまたまた疑問が生まれました。みんなで

考え、大豆から変身するものって…？と調べてみた結果、大豆からきな粉が作れるという事を発見し、作

ってみたい！という話になりました。「どうやって作ろう？」とまたひとつ壁にぶつかり悩んでいると、

ひとりの子どもが「給食室の先生に聞いたらいいんじゃない？」と提案してくれました。そこから給食室

の方にどう質問したらいいのか、や必要な物を考えたり沢山会話を重ねて、やっときなこ作りを行うこと

ができました。きなこを作る事だけでなく、この会話や考えた時間こそ子ども達にとって大切で実りのあ

る時間だなと改めて感じました。 

*水遊び* 

みんなが待ち望んだ水遊び！水着に着替え

る前からワクワクした表情で、「もう水遊

び？」とコーナー活動の時間に何度も確認す

る程でした。そんなテンションの中でも先生

が話を始めるとしっかり耳を傾けて話を聞く

鳩組の姿には、4 月からの大きな成長を感じ

ました。水遊びでは水鉄砲が大人気で、お友

達でかけ合ったり先生にかけたり。トユを使

って水の流れを作った中にスーパーボールを

流したりと全身を使って楽しむ姿がありまし

た。 

お願いします 

*食事時にお箸を使う時間(お箸タイム)を設け

ています。お家でもお箸の使い方等一緒に練習

してあげてください。また、学年で牛乳パック

を集めております！ご協力お願い致します。 

 

Pigeon の vision 
9 月号 

鳩組クラス通信 

担任：鈴木望 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 この度は、新型コロナウイルス感染発生による臨時休園で大変なご心

配とご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。生活リズムを取り戻し

つつ、まだまだ感染予防は怠らずに過ごしていきたいと思います。二学

期は、子どもたちとの関係、お友達同士の関係をより深めていきたいと

考えております。そして、今学期は、クラス皆で経験する大きなイベン

トもありますね。みんなで経験する中で感じられることを大切に過ご

し、子どもたちの新たな成長を見守っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluesky 

空組クラス通信 

担任：長谷川衣里 

９月号 

今月の主な遊び・活動 

・染める遊びをします 

・パラバルーンに挑戦します 

・ルールのある遊び、勝ち負け遊びに挑戦します 

 

 

 

土粘土って気持ちいい！ 

茶色の粘土、これが何かわかるか子ども達に問い

かけると、年少の時の記憶を絞り出し出てきたのが

「石粘土！」「岩粘土！」なんとなく土に近いけど何

か違う！！思わず笑ってしまいました。（笑）そんな

子ども達も土粘土を触ってみると、「気持ちいい

ー！」「ベタベタする！」「冷たい！」と夢中で触り、

好きな形を作って遊んでいました。あまり 

の気持ち良さに、思わず足でも 

踏んでみたくなり、裸足で土粘土 

の感触を味わいながら色々な形 

を作って遊びました。 

ダンゴムシってなに食べる？ 

保護者の方々に協力して頂いたおかげで、様々な食材が集

まりました！！きっと家から楽しみに持ってきてくれた

んだろうなという気持ちがとても伝わりました。お友達を

巻き込んで観察し、朝来るなりダンゴムシのところへ飛ん

でいき、食べたかどうか興味津々でした。さて、どれを食

べるのか、実験してみることになり、ダンゴムシがうんち

をしていることを発見した子どもた 

ち。食べたものでうんちの色が 

変わることにも関心があり、 

まだまだお話が広がりそうです。                       

 

絵の具で描こう！ 

年中さんになってから初めて大きい描画に挑戦

し、ダンゴムシだけでなく自分の好きな虫を描い

てみました♪自由に筆を走らせているうちに、何

かはわからないけど目、鼻、口のついた巨大な生

き物、図鑑に載っている虫など、個性豊かな生き

物が沢山出来上がりとてもおもしろかったです。 

お願いします 

1 学期はダンゴムシのえさになる食材、沢山集まりまし

た。いつも素材集めにご協力頂きありがとうございま

す。他にも不要な布やひもがありましたらご協力くださ

い。また、学年で牛乳パックを集めております！ご協力

お願い致します。 

待ちに待った水遊び  

年に一回の特別な水遊び、子どもたちは「水遊

び今日？」と毎日のように聞いてくるくらい、

とても楽しみにしていました。当日は、水を大

胆に楽しむところもあれば、スーパーボールす

くい、水鉄砲で的あて、いろいろな活動をコー

ナー形式で楽しみました。的あてのはずが、い

つの間にか私が的になっていたり、友達と水を

かけ合い、大はしゃぎで思いっきり遊んでいま

した                            

 


